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別紙１

Ⅰ 平成30年度事業の実績

本県の農業は、亜熱帯の地域特性を生かした生産性の高い農業の確立

を目指して、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、生産基盤の整備を

はじめ各種施策が総合的に展開されているところであります。

しかし、農業・農村を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や後継者

の確保難、作付面積の減少、国際化の進展等に伴う産地間競争の激化な

ど依然として厳しい状況にあります。

県においては、耕作放棄地の解消と担い手への農地の利用集積を加速

化するため、「農地中間管理事業の推進に関する法律」及び「農業経営

基盤強化促進法」による「沖縄県農業経営基盤強化の促進に関する基本

方針」に基づき、効率的かつ安定的な農業経営の育成目標に沿った施策

を実施することになっています。

当公社においても、沖縄県における農業・農村の持続的発展に寄与す

るため、県から沖縄県農地中間管理機構として指定を受け、平成26年９

月に策定した経営計画に基づき、県行政に密接に関連する業務を行う法

人として同計画で定める目標の達成に向け、公社事業の推進を通じ、担

い手への農地の利用集積、生産基盤の確立、担い手の確保育成等を実施

してきました。

事業推進に当たっては、市町村、各農業団体等との連携を強化し、農

地中間管理事業等を活用しながら、担い手農業者等への農地集積を図り

ました。

農業構造改善に関する事業については、沖縄県酪農・肉用牛生産近代
化計画目標の達成に向けて、低コストかつ安定的な畜産物供給体制を確
立するため、畜産担い手育成総合整備事業及び不発弾等事前探査事業を
実施しました。
また、新規就農者等に対する就農相談から研修、研修費用等の支援、

農地の確保までの一連の支援体制を強化することで、就農定着に向けた

より効率的な農業後継者の育成を推進しました。
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Ⅱ　事業実績の総括表

区分 件数 面積(ha) 金額(円) 備考

当年・借入 375 169.0 ―
当年度借入分(新規307件、139.1ha)
　＋過年度未貸付分(継続68件、29.9ha)

当年・貸付 291 154.9 5,706,671 受け手負担分賃借料(新規＋継続)

返還(公社←受け手)

うち再貸付
10

(12)
2.1 173,483 受け手負担分賃借料

返還(公社←受け手)

うち未貸付
13 5.6 347,627 受け手負担分賃借料

解除
(所有者←公社)

19 9.2 299,243 受け手負担分賃借料

過年度・貸付 475 324.2 25,720,242 受け手負担分賃借料

管理 419 185.9 4,894,510
公社負担分賃借料
　＋借受農地保全管理費

区分 件数 面積(ha) 金額(円) 備考

借入 66 25.3 ―

貸付 39 25.3 855,477

借入 7 9.7 ―

貸付 14 9.7 739,441

借入 2 0.2 ―

貸付 2 0.2 ―

借入 75 35.2 ―

貸付 55 35.2 1,594,918

毎年払い

使用貸借

合計

(１) 　農地保有合理化
促進事業（担い手支援
タイプ等）

賃
貸
借
事
業

一括前払い
継続分（新規なし）

　    ※「返還(公社←受け手)うち再貸付」の件数の上段は、受け手の件数。下段(　)書きは、所有者の件数を記載している。
　    ※「借受農地管理等事業」の件数、面積(ha)については、所有者ベースで集計・記載している。

　２　農地保有合理化促進事業（担い手支援タイプ等）
　　　規模縮小農家等から農用地等を借入し、当公社の有する農地の中間保有・再配分機
　　能等を効果的に活かし、担い手農家に貸付けることを通じて農業経営の規模拡大、農
　　用地の集団化等を促進するため、次のとおり農用地等の貸借(継続)を行った。

事業名

　１　農地中間管理事業
　　　農地中間管理機構は、農地所有者と農業経営者の間に、農地の賃貸借を通じて介在
　　し、農地利用の再配分を行うこと等により、農業経営の規模の拡大、利用する農地の
　　集団化、農業への参入の促進その他の農地利用の効率化及び高度化の促進を図り、
　　もって農業の生産性の向上に資することを目的として事業を実施した。

事業名

(1)　農地中間管理事業

賃貸借事業

借受農地管理等事業
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区分 件数 面積(ha)
金額(原価)

(円)
備考

買入 0 - -

売渡 0 - -

区分 件数 面積(ha) 金額(円) 備考

買入

売渡

借入 3 0.9 ― 継続分（新規なし）

貸付 3 0.9 51,712

区分 件数 面積(ha)
金額(原価)

(円)
備考

買入 1 0.3 1,243,550

売渡 0 0.0 0

　３　農地中間管理事業の特例（農地売買等事業）

事業名

(1)　農地売買等事業（補助事業タイプ）
　実績なし
  （売渡先が担い手である案件）

　４　農地保有合理化一般事業（非補助事業）
　　　新規就農者支援及び耕作放棄地解消の観点等から、補助事業要件を満たせない案件
　　等について、公社機能を生かした賃貸借事業を行った。

事業名

(1)　農地保有合理化一般事業（売買事業）
　実績なし
 (一般農地売買事業へ組み替え)

　５　一般農地売買事業（非補助事業）
　　　認定農業者や面積等の補助事業要件を満たせない農業者について、公社機能を生か
　　した売買事業を行います。
　　　農地の売り手から買入原価の１％、買受け者から買入原価の３％を事務手数料とし
　　て徴収しています。

事業名

　一般農地売買事業

(2)　農地保有合理化一般事業（賃貸借事業）
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　６　農業構造改善に関する事業

工 期
（年度）

総事業費
（円）

当該年度
事業費
（円）

草地造成
草地整備
面積(ha）

関連業務

89,964,000 2.58
・牛舎等建築工事
・草地測量設計
・建築監理

141,320,880 1.16
・牛舎等建築工事
・建築監理

89,177,000 8.14 ・草地測量設計

119,335,440 3.45
・牛舎等建築工事
・建築監理

30～33 742,350,000 12,489,000 0.00 ・草地測量設計

３地区 ― 452,286,320 15.33

事業量

探査一式

探査一式

2地区

736,022,000

久米島第三地区
（平成30年度）

3.70 18,500,000

合　　計

　　(２)　不発弾等事前探査事業
　　　　　畜産担い手育成総合整備事業等の造成工事に先だち、不発弾の
　　　　探査を行った。

竹富月桃（サミン）地区
（平成29年度繰越）

合　　計 17.96 50,500,000

地　　区　　名
探査面積
（ｈａ）

当該年度事業費
（円）

竹富月桃（サミン）地区
（平成30年度）

14.26 32,000,000

　　(１)　畜産担い手育成総合整備事業
　　 　 　低コストかつ安定的な畜産物供給体制を確立するため、農地の
　　　　集積等を通じて飼料基盤に立脚した効率的な経営体の育成を図り
　　　　地域の活性化を推進した。

地  　区  　名

竹富月桃（サミン）地区
（平成30年度）

久米島第三地区
（平成30年度）

竹富美ら島地区
（平成30年度）

久米島第三地区
（平成29年度繰越）

26～31 864,773,000

29～32
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　７　農業後継者育成確保対策事業実績（運用益事業）　

事　　業　　名
事業費
（円）

内　　　容

（１）新規就農促進事業 2,110,000
・受入指導農業士等7名
・研修生7名

（２）農業大学校農業研修事業 970,678
・受入農家15名
・農大生15名

（３）青年農業者資質向上対策事業 750,000 ・青年農業者7名

（４）青年農業者等組織活動促進事業 6,045,000
・29組織（農業青年ｸﾗﾌﾞ、農業士
会等）

計 9,875,678

　８　沖縄県青年農業者等育成センター事業実績

　　    青年農業者就農支援事業実績　（県単補助事業）

事　　業　　名
事業費
（円）

内　　　容

（１）就農相談活動 3,455,304 ・沖縄県新規就農相談ｾﾝﾀｰ業務

・就農ガイドブック及び新規就農
事例集の作成・配布（1,800部）

・全国青年農業者会議への旅費

計 5,000,000

　９　農業次世代人材投資事業（準備型）受託事業実績

事　　業　　名
事業費
（円）

内　　　容

1,344,696

  　　　新規就農促進事業の強化、農業の基礎的技術の習得を通じた継続的就農の
　　　支援、青年農業者等の組織活動への支援等を実施した。

（２）就農啓発活動

・沖縄県農業士等連絡協議会主催
  (７/７) 就農アドバイザー研修
　会及び農業改良普及実践発表会

200,000（３）現地就農ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ研修事業

　次世代を担う農業者となること
を志向する者に対し、就農前の研
修を後押しする資金（2年以内）
を交付する事業（準備型)業務の
一部を県から受託

農業次世代人材投資事業(準備型)受託事業 9,739,619
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

平成30年4月2日 辞令交付 3階会議室

4月3日 挨拶回り（糖振協同行） 総合事務局他

4月6日 業務調整(H30委託契約関係) 八重瀬町役場

4月9日 農業次世代人材投資事業　就農継続について相談 公社

沖縄県柑橘類生産振興プロジェクト会議の事前打合せ（JA来所） 公社

4月10日 八重瀬町機構事業推進チーム会議 八重瀬町役場

農業大学校入学式 農業大学校

4月11日 久米島第三地区現地調整 久米島町

4月12日 機構事業推進チーム会議に関する担当者間事前調整（局県公社） 県庁９階WT室

4月13日 労働基準法第36条に関する調整 3階会議室

4月16日 平成30年度第1回指名審査会（久米島第三地区：委託業務） 理事長室

出先機関所属長会議の提出資料検討　～17日 ３階会議室

南城市機構事業推進チーム会議 南城市役所

業務調整(沖縄土地住宅関係) 公社

農業次世代人材投資事業に係る相談 公社

嘱託員採用面接（３名） ３階会議室

4月17日 嘱託員採用面接（２名） ３階会議室

嘱託員採用面接（６名） ３階会議室

4月18日 久米島第三地区現地調整（～19日） 久米島町

4月19日 沖縄県立北部農林高等学校校長、石嶺様来訪（理事長へご挨拶) 理事長室

新規就農出張相談 グッジョブセンターおきなわ

読谷村現地調整等（土地改良地区の進捗等情報収集） 読谷村役場

久米島第三地区現地調整（～19日） 久米島町

4月20日 研修状況確認調査 名護市（JA北部、農大）

沖縄県大阪事務所来所（上原主任） 相談室

4月23日 農の雇用事業審査会 3階会議室

4月24日 第１回沖縄県農地中間管理機構推進チーム会議 沖総局１階共用会議室

税理士巡回監査 3階会議室

平成30年度都道府県新規就農相談センター担当者会議　～25日 主婦会館ﾌﾟﾗｻﾞ（東京都）

4月25日 農地管理課審査会 3階会議室

Ⅲ　主要行事一覧
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

4月26日 久米島第三地区測量設計委託業務（その４）入札予定 3階会議室

ゆがふ製糖との機構事業活用に向けた業務調整 公社内

農林水産部各課・出先機関所属長会議 八汐荘

4月27日 グッジョブセンターおきなわ第１回連絡会議 グッジョブセンターおきなわ

機構事業等市町村説明会 沖総局2階大会議室

5月1日 嘱託員辞令交付 公社理事長室

県耕作放棄地対策協議会内部監査 県庁9階第3会議室

第２回指名審査会（久米島第三地区：工事） 理事長室

5月2日 新規就農相談会調整（営農支援課、農業会議、公社） 営農支援課

5月7日 研修状況確認調査 石垣市

5月8日 機構事業推進チーム会議（農地耕作条件改善事業調整含む） 沖縄市役所

久米島第三地区草地造成工事(その2)実施設計協議 久米島町役場

5月9日 遊休農地に関する業務調整（市農林水産課＆農業委員会） 沖縄市役所

農地中間管理事業市町村キャラバン（沖縄市） 沖縄市役所

久米島第三地区草地造成工事(その2)実施設計協議 久米島町役場

5月10日 農地中間管理事業市町村キャラバン（大宜味村） 大宜味村役場

農地中間管理事業市町村キャラバン（名護市） 名護市役所

5月11日 農地中間管理事業活用に向けた業務調整 金武町役場

農地中間管理事業市町村キャラバン（金武町） 金武町役場

5月15日 果樹経営支援対策事業説明会 農研センター名護支所

税理士巡回監査 3階会議室

5月16日 損害賠償金回収に係る不動産業者との打合せ 理事長室隣会議室

農地中間管理事業市町村キャラバン（西原町） 西原町役場

県耕作放棄地対策協議会　監査 3階会議室

久米島第三地区建築工事（その４）実施設計協議等 久米島

5月17日 新規就農出張相談 グッジョブセンターおきなわ

基盤強化法改正に伴う今後の対応に係る業務調整 県庁９階図書室

法定相続情報証明制度等講演会（県公共嘱託登記土地家屋調査士協会） 沖縄産業支援センター

5月21日 農地中間管理事業市町村キャラバン（糸満市） 糸満市役所

機構事業推進チーム会議 大宜味村役場

5月22日 農地中間管理事業市町村キャラバン（宮古島市） 宮古島市役所上野庁舎

5月23日 第3回指名審査会（久米島第三：建築工事、サミン：不発弾） 理事長室
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

農地管理課審査会 3階会議室

沖縄県就農アドバイザー研修会 八汐荘2Ｆ

5月24日 監事監査 3階会議室

5月25日 農地中間管理事業市町村キャラバン（読谷村） 読谷村役場

農地中間管理事業市町村キャラバン（うるま市） うるま市役所

全協H29決算理事会 東京都（都市ｾﾝﾀｰﾎﾃﾙ）

JA南部地区営農センター等との意見交換会 3階会議室

5月28日 農地中間管理事業市町村キャラバン（久米島町） 久米島町役場

H30公庫農林漁業資金活用推進会議 公庫本店５階会議室

5月29日 農地中間管理事業市町村キャラバン（国頭村） 国頭村役場

農地中間管理事業市町村キャラバン（東村） 東村役場

第３回「農水産業支援技術展」沖縄（聴講） 沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

5月30日 農地中間管理事業評価委員候補者への説明対応（西里氏） 浦添市

農地中間管理事業市町村キャラバン（南城市） 南城市役所 ※新庁舎

農地中間管理事業市町村キャラバン（八重瀬町） 八重瀬町役場

H30農地中間管理機構新任職員研修会(5/30-31) 東京都（剛堂会館）

班長級第二部研修 自治研修所

5月31日 H30農地中間管理機構新任職員研修会(5/30-31) 東京都（剛堂会館）

農地中間管理事業活用に向けた業務調整 宜野座村役場

農地中間管理事業活用に向けた業務調整 恩納村役場

JA全中からの研修生受入（沖縄県における機構事業の状況） 公社内

農でグッジョブ推進会幹事会 ホテルチュラ琉球

6月1日 農地中間管理事業市町村キャラバン（石垣市） 石垣市役所

農地中間管理事業市町村キャラバン（竹富町） 竹富町役場

6月4日 竹富月桃（サミン）地区建築設計委託（その２）指名審査会 3F会議室

H30南部地区農業改良普及推進協議会 JA南風原支店2階ホール

6月5日 第145回理事会 4階大会議室

研修状況確認調査 宜野座後継者育成センター

6月6日 第42回主査級一部研修(8日まで) 自治研修所

久米島第三地区草地造成工事（その２）入札 久米島町役場

6月7日 県耕作放棄対策協議会総会 県庁

不発弾ヒアリング　 県庁
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

農業次世代人材投資事業　第１次公募申請者面接 宜野座後継者育成センター

6月11日 第16回主査級二部研修 自治研修所

竹富月桃（サミン）地区建築設計（その２）現地調整（～12日） 竹富町黒島

南城市機構事業推進チーム会議 南城市役所

農地保全管理費に係る調整会議 沖総局経営課

6月12日 後継者育成確保事業業務審査委員会 3F会議室

八重瀬町機構事業推進チーム会議 八重瀬町役場

西原町農業委員会との勧告に関する業務調整 西原町役場

竹富月桃（サミン）地区建築設計（その２）現地調整 竹富町黒島

6月13日 税理士巡回監査 3階会議室

6月14日 東京出張（移動） 沖縄→東京

6月15日 東京事務所、国関係機関等への挨拶＆意見交換 東京都

全協定時総会（H29決算） 東京都（全国都市会館）

農業次世代人材投資事業　第１次公募申請者面接 農業大学校

農地中間管理事業の推進に係る情報・意見交換会 東京都（全国都市会館）

6月20日 審査会（中間管理事業） ３階会議室

H31不発弾事業予算要求ヒアリング　 県庁9F　WT室

6月21日 新規就農出張相談 グッジョブセンターおきなわ

研修状況確認調査 豊見城市保栄茂

就農講座での講師対応（中部地区駐在員対応） 中部農業改良普及ｾﾝﾀｰ

市町村農業委員会会長・事務局長研修会講師対応（農業会議主催） ４階大会議室

竹富サミン地区不発弾入札 八重山家保

6月22日 業務調整(現地確認等) 久米島町

農業次世代人材投資事業　第１次公募申請者面接 公社会議室

農業次世代人材投資事業　第１次公募申請者面接 農業大学校

農業経営関係会議事前打ち合わせ 公社内

6月25日 平成30年度 第１回評議員会 南風原中央公民館

6月26日 農業次世代人材投資事業　第１次公募申請者面接及び研修状況確認調査 玉城農業後継者育成施設

農地中間管理事業評価委員会 南風原中央公民館

農の雇用事業審査会 ３階会議室

新規就農相談会 業務調整(営農支援課、農業会議、公社) ３階会議室

6月27日 久米島第三地区牛舎等建築工事（その４）入札 久米島町役場
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

竹富月桃（サミン）地区建築工事実施設計協議 黒島

6月28日 竹富月桃（サミン）地区建築設計委託（その２）入札 八重山家保

農業次世代人材投資事業　第１次公募申請者面接 中部農業改良普及センター会議室

6月29日 相談員・コーディネーター研修 八汐荘

グッジョブセンタ－相談 グッジョブセンターおきなわ

7月2日 新規就農相談会　関係機関打合せ ３階会議室

指名審査委員会（竹富月桃（サミン）地区牛舎建築工事） ３階会議室

7月3日 農業経営法人化支援総合事業関係会議 ３階会議室

研修状況確認調査 石垣市

業務調整(沖縄土地住宅関係) 那覇市

農水省ヒアリング資料事前打合せ 県庁９階WT室

新規就農講座講師対応 北部合同庁舎

美ら島地区　三者契約　3～5日 小浜島

7月4日 H29「食料・農業・農村白書」等沖縄ブロック説明会 沖総局２号館

農でグッジョブ推進会議 ホテルチュラ琉球

畜産事業美ら島地区　三者契約　3～5日 西表島

7月9日 機構事業に係る推進チーム会議 南城市役所

農業次世代人材投資資金交付検討委員会 県庁

うるま市新規就農相談会 うるみん会館

臨時審査会(中間管理事業)※糸満市、金武町 ３F会議室

7月10日 機構事業に係る推進チーム会議 八重瀬町役場

7月11日 農水省ヒアリング事前打合せ 県庁９階WT室

中部農林土木事務所との業務調整（読谷村瀬名波地区案件） 土地改良会館３階

荒廃農地等利活用促進交付金事業等説明会へ参加 土地改良会館４階

7月12日 久米島第三地区建築監理委託業務入札 ３F会議室

売買及び中間管理事業に係る業務調整 石垣市

7月13日 売買及び中間管理事業に係る業務調整 石垣市

7月17日 沖縄県農林漁業就業支援連絡協議会 那覇第２地方合同庁舎

農水省ヒアリング事前打合せ 県庁９階WT室

7月18日 新規就農相談会の案内
北部、中部農林高校、農
大

7月19日 新規就農出張相談 グッジョブセンターおきなわ

法律相談（就農支援資金回収業務） なは司法書士総合相談センター
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

中間管理事業業務調整(宮古、多良間) 宮古島市、多良間村

7月20日 久米島現地調整 久米島

新規就農相談会　出展法人打合せ ３階会議室

沖縄県経営構造対策推進協議会 八汐荘

中間管理事業業務調整(宮古、多良間) 宮古島市、多良間村

7月23日 沖縄県農でグッジョブ推進会議の意見交換会 県営農支援課内

研修状況確認調査 農業大学校

7月24日 審査会(中間管理事業) ３F会議室

7月25日 久米島町農業委員会研修会講師対応 久米島町役場

新規就農相談会　セミナー発表者打合せ、会場打合せ 沖縄市民会館

7月26日 九州・沖縄ブロック連絡会議 大分市内

研修状況確認調査 南城市垣花（JA）

7月27日 九州・沖縄ブロック連絡会議 大分市内

7月28日 新・農業人フェア（農業会議同行） 東京国際フォーラム

7月30日 沖縄総合事務局遠藤部長来社（離任あいさつ） 理事長室

ＪＡ普天間専務へ一般売買事業の説明 ＪＡおきなわ

税理士巡回監査 3階会議室

7月31日 新規就農相談会　事務局打合せ ３F会議室

久米島現地調整 久米島

伊川農業会議副会長への一般売買事業の説明 公社

8月1日 瀬長女性農業委員協議会会長への一般売買事業の説明 ＪＡ七色畑

新里統括監へ一般売買事業の説明 県庁

8月2日 サミン建築工事入札 八重山家保

業務調整(八重瀬町) 八重瀬町役場

8月3日 指名審査委員会（竹富月桃（サミン）地区牛舎建築工事） ３階会議室

入札（機構駐在員用公用車４台：中部、南部、宮古、八重山） ３階会議室

就農状況確認調査 国頭村、名護市

8月5日 第13回（平成30年度第1回）新規就農相談会 沖縄市民会館（中ホール）

8月6日 農林水産省ヒアリング事前打合せ（局･県･農業会議･公社） ３階会議室

沖縄総合事務局田中部長来社（就任あいさつ） 理事長室

8月7日 久米島第三地区牛舎等建築工事（その４）工程会議 久米島町

就農状況確認調査 本部町、名護市
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

人・農地プラン担当者意見交換会（オブザーバー参加：公社・農業会議） 県庁９階WT室

(農業会議)第5回常設審議委員会 ４階大会議室

H30国頭村柑橘産地協議会 国頭村ふれあいｾﾝﾀｰ

久米島第三地区測量設計委託業務(その4)完了検査 3階会議室

8月8日 就農状況確認調査 国頭村

業務調整(名護市耕作条件改善事業関係【許田地区】) 名護市役所

美ら島地区草地測量設計　実施設計協議 小浜

8月9日 美ら島地区草地測量設計　実施設計協議 小浜

東京出張（農林水産省ヒアリング）　8/9～10 東京都

第12回主任級第二部研修 自治研修所

8月10日 平成30年度久米島町糖業懇話会 具志川農村環境改善センター

8月13日 南城市機構事業推進チーム会議 八重瀬町役場

就農状況確認調査 八重瀬町

8月14日 就農状況確認調査 南部地区

八重瀬町機構事業推進チーム会議 八重瀬町役場

久米島第三地区牛舎等建築工事（その４）工程会議 久米島町

8月15日 読谷村瀬名波地区説明会 読谷村役場２階会議室

久米島第三地区牛舎等建築工事（その４）工程会議および現地調整 久米島町

8月16日 就農状況確認調査 西表

農業再生協議会第1回総会 県庁9階第4会議室

8月17日 就農状況確認調査 西表

農業再生協議会第1回総会 県庁9階第4会議室

8月20日 第8回指名審査会 3階会議室

沖縄県防災農業推進会議幹事会 サザンプラザ海邦

農水省ヒア事後確認打合せ 県庁11階第５会議室

8月21日 久米島第三地区牛舎等建築工事（その４）工程会議 久米島町

8月22日 H30機構新人コーディネーター研修会 東京都（都道府県会館）

審査会（農地中間管理事業） 3階会議室

嘱託員設置要綱一部改正の説明（伊川理事） 公社

嘱託員設置要綱一部改正の説明（新垣理事） 宜野座

嘱託員設置要綱一部改正の説明（石川理事） 県庁

8月23日 H30機構新人コーディネーター研修会 東京都（都道府県会館）
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

8月24日 嘱託員設置要綱一部改正の説明（新里理事） 県庁

8月27日 伊平屋出張（長期中間保有農地の調整） 伊平屋村

全国農業新聞の広告調整 公社内

西原町農業者・農業委員会との意見交換会 西原町役場

8月28日 就農状況確認調査 うるま市、北中城村

嘱託員設置要綱一部改正の説明（瀬長理事） とよさき菜々色畑

都道府県農業公社等法務研修会（全協主催）　※終日出張 東京都（厚生会館）

久米島第三地区現地調整 久米島町

伊平屋出張（長期中間保有農地の調整） 伊平屋村

8月29日 嘱託員設置要綱一部改正の説明（金城監事） 那覇市

H30沖縄県農業委員会職員研修会講師対応 ４階大会議室

税理士巡回監査 公社内

8月30日 美ら島地区現地調整(～31日) 西表島

嘱託員設置要綱一部改正の説明（仲宗根理事、普天間理事、嵩原監事） JA中央会

8月31日 第4回 行政に活かせる経済講座 自治研修所

就農状況確認調査 宜野座村

第２回沖縄県農地中間管理機構事業推進チーム会議　事前打ち合わせ 県庁９階WT室

美ら島地区現地調整 石垣

9月3日 第13回（平成30年度第1回）新規就農相談会の反省会（営農支援課、農業会議） 3階会議室

沖縄県防災農業確立推進会義 八汐荘屋良ホール

H30職員特別研修（人材育成講演会） 県庁４階講堂

業務調整(農地耕作条件改善事業関係【許田地区】) 名護市役所

花食県本部会議 JA会館２階会館

9月4日 サミン地区建築監理、竹富美ら島地区草地設計入札 八重山家保

業務調整(保全管理関係) 八重瀬町

9月5日 福島県議会視察対応（喜如嘉の所有者不明農地対策実績） 大宜味村内

9月6日 研修状況確認調査 宮古島市

第28回行政法講座　～7日 自治研修所

9月7日 就農状況確認調査 宮古島市

サミン地区建築工事現地調整 黒島

9月10日 就農状況確認調査 南大東村

農地中間管理事業市町村推進チーム会議 南城市役所
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

久米島第三地区堆肥舎付属機械（その３）入札　現場説明会 3階会議室

竹富月桃（サミン）地区堆肥舎付属機械入札　現場説明会 3階会議室

ライフプランセミナ－ 八汐荘

人事評価制度に関する被評価者研修の受講 県庁４階講堂

第２回農地中間管理事業推進チーム会議 沖総局２階D･E会議室

9月11日 農地中間管理事業市町村推進チーム会議 八重瀬町役場

就農支援資金回収　未収金対象者自宅訪問 那覇市

美ら島測量設計現地調整 小浜島

9月12日 美ら島測量設計現地調整 小浜島

新規就農者に対する機構事業の優先配慮規定の検討 3階会議室

農業者等と農業委員会との意見交換会（中城村農業委員会主催） 吉の浦会館ホール

9月13日 久米島第三地区堆肥舎付属機械（その３）入札 3階会議室

竹富月桃（サミン）地区堆肥舎付属機械入札 3階会議室

就農及び研修状況確認調査 宜野座村

第2次募集に係る打合せ会議 本庁

農業委員・推進委員研修会に係る事前打合せ 3階会議室

（第2回）新規就農相談会のセミナー発表者調整 3階会議室

9月14日 津堅島遊休農地対策と企業支援に関する業務調整 津堅島

9月18日 竹富町畜産担い手担当者調整（竹富町役場、畜産課、公社）　 県庁９階第４会議室

JA新規就農応援セミナー講師対応 JA会館２階

中山地区事業推進会議(耕作条件改善事業関係) 玉城公民間(新館)

サミン地区建築工事工程会議 石垣市

9月19日 久米島第三地区現地調整 久米島町

9月20日 県農林水産部長現地視察案内対応（土地改良事業：西新生地区） 宮古島市

NJK活用県による事務処理等検討会 兵庫県土地改良会館

就農状況確認調査 うるま市（うるま農場）

新規就農出張相談 グッジョブセンターおきなわ

市町村推進チーム会議設置要綱に係る打合せ ３階会議室

就農支援資金回収　未収金対象者自宅訪問 沖縄市

9月21日 NJK活用県による事務処理等検討会 兵庫県土地改良会館

研修状況確認調査 農業大学校

農の雇用事業審査会 3階会議室
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

機構事業利用見通し確認 粟国村

9月25日 H30久米島第三地区不発弾指名審査会 理事長室

農地管理課審査会 ３階会議室

9月26日 女性農業委員・農地利用最適化推進委員交流研修会講師対応 北中城村（ｺｽﾀﾋﾞｽﾀ沖縄）

農地中間管理事業推進チーム会議、現地確認等(9/27迄対応あり） 東村役場

税理士巡回監査 ３階会議室

農業委員・最適化推進委員勉強会(中城村・北中城村・西原町合同) 中城村（安里公民館）

9月27日 Ｈ31新規就農相談会 会場下見(ゆらてく) うるま市

業務調整(宮古・地上権案件) 沖総局8階会議室

久米島第三地区沖縄総合事務局指導官現地案内 久米島町

9月28日 H30換地事務新規担当者研修会講師対応 ４階会議室

10月1日 辞令交付（嘱託員1名） 理事長室

10月2日 農地管理課審査会（臨時） ３階会議室

北中城村農地バンク貸付農地視察への同行 北中城村中央公民館

現場確認(八重瀬町案件) 八重瀬町

耕作放棄地対策に係る後継事業の意見交換（農政経済課） ３階会議室

10月3日 業務調整(沖縄土地住宅関係) 那覇市

担い手担当者会議 県庁ワーキングチーム会議室

荒廃農地対策に係る沖総局農村振興課等との意見交換 ３階会議室

10月4日 H30農地中間管理事業実務担当者研修会（10/4-5） 東京都（厚生会館）

サミン地区現地調整 竹富町黒島

10月5日 農地保有合理化基金に係る業務調整（農政経済課） ３階会議室

H30農地中間管理事業実務担当者研修会（10/4-5） 東京都（厚生会館）

サミン地区現地調整 竹富町黒島

10月9日 八重瀬町機構事業推進チーム会議 八重瀬町役場

故翁長雄志元沖縄県知事県民葬 沖縄県立武道館アリーナ棟

10月10日 久米島牛舎等配置確認 久米島

伊是名村との業務調整（機構事業＆売買）　10/10～11 伊是名村

第２次公募申請者面接（南部地区２人） 公社会議室

(農業会議)第7回常設審議委員会 JA南風原2階会議室

10月11日 南城市機構事業推進チーム会議 南城市役所

農業委員・農地利用最適化推進委員研修会（八重山地区）：講師対応 石垣市民会館
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

伊是名村との業務調整（機構事業＆売買）　10/10～11 伊是名村

就農支援資金回収　未収金対象者自宅訪問 沖縄市

うるま市人・農地プラン意見交換会（宇堅港原地区） 赤野公民館

10月12日 石垣市内機構事業利用農地現地確認等 石垣市内

久米島第三地区磁気探査業務（その５）入札 三階会議室

第２次公募申請者面接（農大　野菜３人） 農大

10月15日 市町村推進チーム会議に係る意見交換会①：名護市他６市町 南部合同庁舎５階

市町村推進チーム会議に係る意見交換会②：国頭村他８市町村 南部合同庁舎５階

業務調整(宮古案件、市農政課：新垣・下地来課) 課内テーブル

就農支援資金貸付金回収　保証人自宅訪問 恩納村

10月16日 第２次公募申請者面接（宮古地区　３人） 宮古農業改良普及課会議室

「うまんちゅひろば」制作会社との打合せ 県広報課スタジオ

うるま市人・農地プラン意見交換会（浜比嘉地区） 比嘉公民館

10月17日 第10回久米島第三地区不発弾指名審査会 理事長室

10月18日 新規就農出張相談 グッジョブセンターおきなわ

本部町長表敬 本部町役場

10月19日 第２次公募申請者面接（農大　果樹３人） 農大

第２次公募申請者面接（JA１人）、研修状況確認調査 北部地区営農振興センター会議室

10月22日 研修状況確認調査（農大３人） 農大

業務調整(ＪＡ業務委託関係) ＪＡ会館４Ｆ

サミン地区現地調整 黒島

10月23日 サミン　現地調整 黒島

研修状況確認調査（南部１人） 糸満市

農業委員・農地利用最適化推進委員研修会（宮古地区）：講師対応 多良間村ｺﾐｭﾆﾃｨｰ施設

うるま市人・農地プラン意見交換会（津堅地区） 津堅公民館

サミン地区現地調整 黒島

10月24日 美ら島地区業務調整 竹富町役場

10月25日 農地管理課審査会 ３階会議室

久米島現地調整 久米島

10月26日 H30人事評価制度に関する評価者研修 自治研修所

久米島第三地区磁気探査業務（その５）入札 ３階会議室

税理士巡回監査 ３階会議室
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

10月30日 機構事業加速化フォローアップ報告打合せ（県・農業会議・公社） 県営農支援課営農相談室

東村の受け手に関する県・村との打合せ（新農産合流16:00～） 県庁７階第４会議室

サミン地区建築工事工程会議 畜産整備課

10月31日 H30第１回機構駐在員等研修会（10/31-11/1） ３階会議室

サミン地区建築工事工程会議 黒島

ＩｏＴ入門セミナー 市町村自治会館４階

11月1日 H30第１回機構駐在員等研修会（10/31-11/1） ３階会議室

H31農業農村整備事業等に関する説明会・意見交換会 ４階会議室

11月2日 平成３０年度農業経営者育成相談会 農業大学校

11月5日 農水省とのテレビ会議（機構事業５年後見直し関係） 沖総局８階情報管理室

県耕作放棄地対策協議会内部監査 県庁９階第３会議室

11月6日 第2回新規就農相談会PR(北部、中部農林高校、琉大) 名護市他

沖縄県青年農業者会議及び沖縄県農業青年リーダー研修会 てぃるる1階ホール

農地中間管理事業の活用に向けた業務調整 本部町役場

久米島第三地区工程会議 久米島町

11月7日 農地管理課臨時審査会(協力金案件) ３階会議室

石垣市不在地主相談会への協力（出張：11/7-8） 東京都渋谷区

研修状況確認調査 農業大学校

11月8日 研修状況確認調査 糸満市

農業委員・農地利用最適化推進委員研修会（北部地区）：講師対応 伊是名村産業支援ｾﾝﾀｰ

11月9日 農業委員・農地利用最適化推進委員研修会（中部地区）：講師対応 中城村（吉の浦会館）

サイバー脅威への対策セミナー ラグナガーデンホテル

11月12日 南城市機構事業推進チーム会議 南城市役所

借受農地管理委託作業の現場立ち会い 八重瀬町内

受け手予定者の面談（意向等確認） 金武町内

11月13日 都道府県農業公社経理実務者研修会　～14日 東京都

就農貸付金回収関連　弁護士相談 沖縄弁護士会

業務調整(南城市案件) 県庁9階

11月14日 都道府県農業公社経理実務者研修会　～14日 東京都

研修状況確認調査 石垣市

11月15日 農業委員・農地利用最適化推進委員研修会（南部地区）：講師対応 糸満市農村環境改善ｾﾝﾀｰ

11月16日 国頭村安波の借受検討農地の現場確認等 国頭村役場、安波
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

次年度新規就農相談会の会場確認（うるマルシェ） うるま市

５年後見直しに向けたテレビ会議 沖総局８階情報管理室

H30年度県官民一体ﾆｭｰｳｪｰﾌﾞ人材育成事業報告会 県庁5階

11月19日 農業参入フェア2018への出展　※イベント対応は11/19PM 東京国際フォーラム

業務調整（農用地利用意向調査結果関係） 豊見城市役所

11月20日 農業参入フェア2018への出展（帰任日PM） 東京国際フォーラム

改正基盤強化促進法等施行関係TV説明会 沖総局８階情報管理室

久米島第三地区建築工事工程会議及び現地調整 久米島町

11月21日 県推進チーム会議事前打合せ（NN事業担当課含む） 県庁９階第４会議室

次年度の予算等調整（営農支援課） 理事長室

機構事業に係る意見交換会（局･県･公社･会議） 県庁９階第４会議室

11月22日 農地管理課審査会 ３階会議室

11月26日 税理士巡回監査 公社会議ﾃｰﾌﾞﾙ

北中城村農業委員会との機構事業連携調整 北中城村役場

新規就農事例現地調査　～27日 宮古島市、石垣市

11月27日 農業次世代人材投資資金交付検討委員会 県庁

うまんちゅひろば撮影現場事前確認 八重瀬町役場集合

サミン地区建築工事工程会議 畜産整備課

11月28日 美ら島地区　西表島西部調整 西表西部

業務調整(久米島不在地主案件) 沖縄市

ゆがふ農場との業務調整（国頭村安波地区農地関係等） 公社内

11月29日 美ら島地区　小浜島調整 小浜島

農地耕作条件改善事業に係る機構事業業務調整 名護市役所

北部地区案件の今後の対応に係る業務調整 JA北部振興センター

12月1日 空調設備取替工事（３階室内機ほぼ全機） 12/2迄 ３階フロア

12月2日 農大祭 農業大学校

12月3日 中間保有農地の保全管理作業完了確認 八重瀬町新城

業務調整(美らイチゴ案件) 南城市役所

12月4日 美ら島　小浜島現地調整 小浜島

新規就農相談会打合せ（関係機関、法人） ３階会議室

12月5日 琉球新報へ記事持込(新規就農相談会) 琉球新報本社

美ら島　小浜島現地調整 小浜島
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

12月6日 久米島第三　久米島現地調整 久米島町役場

研修状況確認調査 宜野座研修ｾﾝﾀｰ

大和証券　基金運用関係調整（廣中副部長） ３階会議室

12月7日 研修状況確認調査 南城市

うまんちゅひろば撮影立ち会い 八重瀬町内

第２回機構駐在員等研修会 ３階会議室

12月10日 南城市機構事業推進チーム会議 南城市役所

新規就農相談会　事務局打合せ ３階会議室

12月11日 研修状況確認調査 豊見城、南城市

沖縄タイムスへ記事持込(新規就農相談会) 沖縄タイムス本社

うまんちゅひろば試写会（文字スーパー校正等） 県庁広報課スタジオ

八重瀬町機構事業推進チーム会議 八重瀬町役場

ラジオゲスト出演（新規就農相談会PR） FMレキオ

機構事業に係る業務調整（伊平屋村）　12/11-13 伊平屋村

サミン地区建築工事工程会議 黒島

12月12日 就農状況確認調査 名護市安和

中間保有農地への看板設置及び機構関係業務調整 名護市

機構事業に係る業務調整（伊平屋村）　12/11-13 伊平屋村

12月13日 ラジオ　ゲスト出演（新規就農相談会PR） FMたまん

機構事業に係る業務調整（伊平屋村）　12/11-13 伊平屋村

12月14日 農家レストラン案件に係る調整会議（農林総務・農政経済） 県庁会議室

12月16日 第14回（平成30年度第2回）新規就農相談会 豊見城市立中央公民館

12月17日 久米島第三地区建築工事工程会議 久米島町

機構事業に係る業務調整（伊是名村）　12/17-18 伊是名村

12月18日 畜産担い手育成総合整備事業説明会 八重山家保

機構事業に係る業務調整（伊是名村）　12/17-18 伊是名村

機構事業の集積対象者に関する検討会 ３階会議室

農の雇用事業審査会 ３階会議室

平成30年度「沖縄県におけるスマート農業のあり方」セミナー なは市民協働プラザ

12月19日 人・農地プランの話合い参加（農地整備事業との連携）等　12/19-20 宮古島市上区集落

第３回県機構事業推進チーム会議 沖総局１階A・B会議室

国頭村機構事業推進チーム会議 国頭村役場
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

久米島草地造成(その2)完成確認 久米島町

12月20日 税理士巡回監査 公社内

新規就農出張相談 グッジョブセンターおきなわ

改正基盤強化法・改正農地法説明会（県主催） ４階大会議室

改正法活用見込み市町村との意見交換会（うるま市、粟国村） ３階会議室

12月21日 新・農業人フェア（農業会議同行）(～22日まで） 大阪マーチャンダイズマート

農地管理課審査会 ３階会議室

12月22日 うまんちゅひろば放映日（機構事業ＰＲ）　QAB　15:55～16:00

12月23日 うまんちゅひろば放映日（機構事業ＰＲ）　RBC　16:54～16:59

室外機取替工事（屋上）※３階試運転確認あり 土地改良会館

12月25日 事業調整、会検対応調整 ３階会議室

H31予算概算概算決定に関するTV会議（農水省主催） 沖総局８階TV会議室

12月26日 総務・担い手課　課内会議 ３階会議室

次年度農業後継者育成事業（新規細事業）の検討会（農大、営農支援課） ３階会議室

ゆがふ農場来社対応（大庭社長＆農場長） 公社内会議テーブル

大宜味村機構事業推進チーム会議 大宜味村役場

東村機構事業推進チーム会議 東村役場

中間保有農地の保全管理に係る現場確認 東村高江地区内

業務調整(美らイチゴ案件) 南城市役所

美ら島地区測量設計委託（その２）実施設計協議 西表島

12月27日 美ら島地区測量設計委託（その２）実施設計協議 西表島

久米島第三地区草地造成工事(その2)完成検査 久米島

12月28日 営農状況・意向調査に係る関係機関調整会議（農政経済課・農業会議） 県庁会議室

平成31年1月4日 挨拶回り 総合事務局他

1月8日 会計検査書類確認等（畜産課と合同） 課内

1月9日 研修状況確認調査 農業大学校

次年度新規就農相談会に関しての調整（営農支援課、農業会議） 3階会議室

1月10日 会計検査現場確認等 石垣市、黒島

H30市町村農業委員会事務局長会議での講師対応 ４階会議室

1月15日 南城市機構事業推進チーム会議 南城市役所

糸満市機構事業推進チーム会議 糸満市役所

平成30年度職員特別研修 県庁４階講堂
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

1月16日 美ら島地区現地調整（西表島） 西表島

不在地主押印(久米島案件) 沖縄市

1月17日 美ら島地区測量設計委託現地調整（小浜島） 小浜島

サミン地区現地調整（黒島） 黒島

業務調整(大原農園案件) 南城市佐敷

新規就農出張相談 グッジョブセンターおきなわ

研修状況確認調査 JA玉城農業後継者育成施設

1月18日 公社経営計画検討会議 3階会議室

1月21日 指名審査会　美ら島地区測量設計委託業務（その２）　 会議室

津堅島所有者不明農地の扱いに係る市農政課との調整 うるま市役所

1月22日 交通安全講習会 4階大会議室

久米島第三地区牛舎等建築工事（その４）工程会議 久米島町

1月23日 基盤強化法等一部改正及び機構事業５年後見直しに係る説明会 東京都（弘済会館）

1月24日 消費税改正セミナー 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ

八重瀬町農地の地主との面談 埼玉県所沢市

1月25日 公社農地中間管理事業規程改正に向けた県との事前調整 農政経済課内

1月26日 ｢花と食のフェスティバル2019｣ 奥武山公園

1月28日 農地中間管理事業関連予算等に係る説明会：九州沖縄地区（WEB会議参加） 沖総局８階農地相談室

税理士巡回監査 ３階会議室

国頭村農地中間管理事業推進チーム会議 国頭村役場

第4局農林水産検査第3課会計検査 石垣市、黒島

1月29日 総務・担い手課　課内会議 理事長室横

農地売買審査会 ３階会議室

農地管理課審査会 ３階会議室

大宜味村農地中間管理事業推進チーム会議 大宜味村役場

東村農地中間管理事業推進チーム会議 東村役場

2月1日 資料調整（2/12公社経営検討チーム会議資料） ３階会議室

2月5日 農水省現地案内（サミン地区）　　　農水省生産局畜産部 石垣市

2月6日 農水省現地案内（サミン地区） 黒島

就農状況確認調査 黒島、小浜、石垣

2月7日 九州沖縄ブロック担当者会議（2/7-8） 長崎県長崎市

就農状況確認調査 西表
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

2月8日 九州沖縄ブロック担当者会議（2/7-8） 長崎県長崎市

就農状況確認調査 名護市、本部町

2月12日 就農状況確認調査 南部地区

八重瀬町農地中間管理事業推進チーム会議 八重瀬町役場

第45回沖縄県家畜保健衛生業績発表会 県庁4階講堂

公益財団法人沖縄県農業振興公社経営検討チーム会議 ３階会議室

2月13日 美ら島地区測量設計委託業務（その２）　入札 八重山家保

南城市農地中間管理事業推進チーム会議 南城市役所

業務調整(相続未登記農地に関する契約関係) ３階会議室

H31農業農村整備事業等に関する説明会（５年後見直し説明あり） ４階大会議室

2月14日 研修状況確認調査 JA玉城農業後継者育成施設

農林水産省との農地中間管理事業に係る意見交換会 沖総局会議室

保全管理対象農地の現地案内・説明（農林水産省） 八重瀬町字新城

機構事業に係る現場確認及び業務調整 金武町

2月15日 就農状況確認調査、担い手育成に係る調査 南大東村

農地中間管理事業業務調整(美らイチゴ案件) 南城市役所

全協（H31）予算理事会 東京都（都市センターホテル）

読谷村農業委員会調整 読谷村

営農意向調査実施に向けた打合せ（農業会議・県農政経済課） ３階会議室

2月16日 新規就農現地見学会の取り組み状況調査　～18日 静岡県

2月17日 新規就農現地見学会の取り組み状況調査　～18日 静岡県

2月18日 新規就農現地見学会の取り組み状況調査　～18日 静岡県

機構事業実務担当者研修会(対象：宮古島市・多良間村) ３階会議室

2月19日 美ら島地区測量設計委託業務　完了検査 ３階会議室

機構事業実務担当者研修会(対象：石垣市、竹富町、与那国町) 八重山合同庁舎１階

機構法改正法律案に係る説明会（テレビ会議） 沖総局８階情報管理室

2月20日 パソコン及び周辺機器　入札 ３階会議室

久米島第三地区　H28確定説明会　久米島第二地区未収金面談 久米島町

2月21日 久米島第三地区　堆肥舎付属機械納品検査 久米島町

研修状況確認調査 農大

新規就農出張相談 グッジョブセンターおきなわ

機構事業実務担当者研修会(対象：沖縄本島南部地区市町村) ３階会議室
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

宮古地区新規事業打合せ会議 宮古島市上野庁舎

2月22日 宮古地区新規事業業務調整 宮古家保

就農状況確認調査 宜野座村

勧告の可能性がある遊休農地の現場確認（６筆） 恩納村

2月25日 竹富月桃（サミン）地区　堆肥舎付属機械納品検査 黒島

税理士巡回監査 ３階会議室

2月26日 美ら島地区測量設計委託業務その２　現地調整 西表島

就農状況確認調査 うるま市、北中城村

農地管理課審査会(1部) ３階会議室

国頭村農地中間管理事業推進チーム会議 国頭村役場

2月27日 総務・担い手課　課内会議 理事長室横

農地管理課審査会(2部) 農地管理課

美ら島地区測量設計委託業務その２　現地調整 西表島

大宜味村農地中間管理事業推進チーム会議 大宜味村役場

東村農地中間管理事業推進チーム会議 東村役場

研修状況確認調査 公社

機構事業実務担当者研修会(対象：沖縄本島中部地区市町村) 県中部合同庁舎

2月28日 機構事業実務担当者研修会(対象：沖縄本島北部地区市町村) 北部農林水産振興センター

農地中間管理機構担当部課長会議（2/28PM～3/1AM） 東京都（剛堂会館）

業務調整(機構事業関係) 東京都(農林水産省)

3月1日 県農林水産土木建築会主催研修会への講師対応 宮古合同庁舎2階講堂

農地中間管理機構担当部課長会議（2/28PM～3/1AM） 東京都（剛堂会館）

整備事業と機構との連携促進等全国研究会（3/1PM） 東京都（砂防会館）

3月4日 農地中間管理事業に係る業務調整（3/4-5） 伊平屋村

指名審査委員会(久米島第三草地造成その３) ３階会議室

H30第１回農地集積関係会議（宮古地区） 県宮古農林水産整備課

3月5日 農地中間管理事業に係る業務調整（3/4-5） 伊平屋村

就農状況確認調査 宮古島市

久米島第三地区建築工事工程会議 久米島町

沖総局ヒアリング（H31売買事業）、※県同席 総合事務局８階

農業会議第１６回理事会 ４階大会議室

3月6日 研修状況確認調査 宮古島市
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実 施 月 日 活  動  内  容 場  所

受益農地管理強化委員会（H30土地改良区体制強化事業） ４階大会議室

農業大学校卒業式 農業大学校

3月8日 第４回県農地中間管理事業推進チーム会議事前打合せ 県庁９階ＷＴ室

農地中間管理事業利用意向調査に係る調整会議、現場確認 沖縄市役所

3月11日 機構事業市町村推進チーム会議 南城市役所

全協予算総会（※日帰出張） 東京都（全国都市会館）

3月12日 新規就農事例集現地調査　～13日 石垣市、宮古島市

機構事業市町村推進チーム会議 八重瀬町役場

3月13日 新規就農事例集現地調査　～13日 石垣市、宮古島市

3月14日 理事会資料調整 理事長室奥

3月15日 久米島第三地区草地造成工事(その３) 久米島町役場

3月20日 第３回機構駐在員等研修会 ３階会議室

3月22日 サミン地区建築設計委託業務完了検査 ３階会議室

畜産振興公社来社（理事変更の件） 理事長室

公社理事会 土地改良会館４階

3月25日 総務・担い手課　課内会議 ３階会議室

センター事業、農業後継者育成確保対策事業　検査 相談室

第４回県農地中間管理事業推進チーム会議 沖総局A・B会議室

新理事長との事務引継 理事長室

巡回監査 ３Ｆ会議室

3月26日 久米島第三地区不発弾等事前探査委託業務（その５）完了検査 ３階会議室

農地管理課審査会 ３階会議室

多良間村未収金調整 多良間村役場

3月27日 機構事業定期監査（H30事業費確定検査：農政経済課） ３階会議室

サミン地区草地造成工事完成検査 黒島

県農林水産部長との事務引継 本庁部長室

3月28日 久米島第三地区建築工事完了検査 久米島

久米島第三地区建築監理委託業務完了検査 久米島
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公益財団法人 沖縄県農業振興公社 （単位：円）
科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  資産の部
１．流動資産

現金預金 205,906,104 116,150,038 89,756,066
合理化事業未収金 3,976,990 3,986,312 △ 9,322
合理化事業貸倒引当金 △ 3,601,936 △ 3,609,961 8,025
畜産事業未収金 111,690,590 69,511,852 42,178,738
畜産事業貸倒引当金 △ 17,038,791 △ 14,709,031 △ 2,329,760
機構事業未収金 3,573,385 1,372,780 2,200,605
機構事業貸倒引当金 △ 66,107 △ 3,107 △ 63,000
補助金未収金 269,419,200 169,286,604 100,132,596
受託料未収金 3,775,619 3,915,000 △ 139,381
前払賃借料 512,557 1,500,498 △ 987,941
就農支援資金貸付金 979,000 3,680,000 △ 2,701,000
合理化事業用地 2,809,425 2,809,425 0
前払金 68,905 114,454 △ 45,549
就農支援資金貸付金貸倒引当金 △ 211,500 △ 2,000,000 1,788,500
一般事業用地 1,243,550 0 1,243,550
立替金 409,257 188,423 220,834
前払利息 0 26,838 △ 26,838

流動資産合計 583,446,248 352,220,125 231,226,123
２．固定資産

(1) 基本財産
基本財産引当資産 33,500,000 33,500,000 0

基本財産合計 33,500,000 33,500,000 0
(2) 特定資産

退職給付引当資産 12,200,443 10,307,356 1,893,087
強化基金引当資産 170,500,000 170,500,000 0
後継者基金引当資産 951,226,113 948,795,000 2,431,113

特定資産合計 1,133,926,556 1,129,602,356 4,324,200
(3) その他固定資産

工具器具備品 549,950 549,950 0
減価償却累計額 △ 549,947 △ 544,453 △ 5,494
電話加入権 255,884 255,884 0
農地保有合理化法人債務保証出資金 350,000 350,000 0

その他固定資産合計 605,887 611,381 △ 5,494
固定資産合計 1,168,032,443 1,163,713,737 4,318,706
資産合計 1,751,478,691 1,515,933,862 235,544,829

Ⅱ  負債の部
１．流動負債

短期借入金 0 8,000,000 △ 8,000,000
合理化事業未払金 394,258 312,751 81,507
畜産事業未払金 280,435,600 168,598,680 111,836,920
農業後継者育成確保対策事業未払金 1,400,000 1,088,369 311,631
その他未払金 7,627,845 3,399,171 4,228,674
未払利息 56,435 30,888 25,547
前受金 8,904,596 571,773 8,332,823
機構事業未払金 36,750,020 38,393,401 △ 1,643,381
賞与引当金 3,606,425 3,248,896 357,529
預り金 1,114,067 1,121,493 △ 7,426
仮受金 44,038 44,038 0
未払消費税等 1,753,300 758,900 994,400
預り保証金 3,210,068 946,525 2,263,543

流動負債合計 345,296,652 226,514,885 118,781,767
２．固定負債

合理化事業長期借入金 29,430,677 1,503,040 27,927,637
畜産担い手育成総合整備事業長期借入金 166,953,000 84,450,800 82,502,200
退職給付引当金 12,200,443 10,307,356 1,893,087

固定負債合計 208,584,120 96,261,196 112,322,924
負債合計 553,880,772 322,776,081 231,104,691

Ⅲ  正味財産の部
１．指定正味財産

地方公共団体補助金 777,300,000 777,300,000 0
民間補助金 375,495,000 375,495,000 0

指定正味財産合計 1,155,226,113 1,152,795,000 2,431,113
（うち基本財産への充当額） 33,500,000)(         33,500,000)(         0)(                  
（うち特定資産への充当額） 1,121,726,113)(      1,119,295,000)(      2,431,113)(          

２．一般正味財産 42,371,806 40,362,781 2,009,025
正味財産合計 1,197,597,919 1,193,157,781 4,440,138
負債及び正味財産合計 1,751,478,691 1,515,933,862 235,544,829

貸借対照表
平成31年3月31日現在
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公益財団法人 沖縄県農業振興公社 （単位：円）
科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部
１．経常増減の部

(1) 経常収益
基本財産運用益 382,535][            381,600][            935][                

基本財産受取利息 935 0 935
基本財産有価証券受取利息 381,600 381,600 0

特定資産運用益 20,206,594][         22,639,692][         2,433,098][△        
強化基金引当有価証券受取利息 2,046,000 2,046,000 0
退職給付引当預金受取利息 6,167 8,152 △ 1,985
後継者基金引当有価証券受取利息 18,154,427 20,585,540 △ 2,431,113

受託事業収益 9,739,619][          9,783,000][          43,381][△           
農業次世代人材投資事業受託収益 9,739,619 9,783,000 △ 43,381

事業収益 102,178,229][        87,545,056][         14,633,173][         
農地中間管理事業用地貸付収益 32,463,756 18,490,561 13,973,195
一般事業用地貸付収益 51,712 63,664 △ 11,952
担い手支援農地保有合理化事業用地貸付収益 1,594,918 2,004,422 △ 409,504
売渡手数料収益 0 230,000 △ 230,000
買入手数料収益 12,000 115,000 △ 103,000
畜産担い手育成総合整備事業収益 68,055,843 55,141,409 12,914,434
機構特例事業用地売却収益 0 11,500,000 △ 11,500,000

受取補助金等 560,875,443][        426,589,110][        134,286,333][        
畜産担い手育成総合整備事業補助金 385,067,000 296,364,000 88,703,000
不発弾等事前探査事業補助金 50,500,000 8,000,000 42,500,000
農業後継者育成確保対策事業補助金 8,512,000 8,512,000 0
青年農業者等育成センター事業補助金 5,000,000 4,980,000 20,000
農地中間管理機構事業補助金 103,020,136 100,098,706 2,921,430
機構特例事業補助金 8,776,307 8,634,404 141,903

雑収益 1,068,827][          878,982][            189,845][            
受取利息 117 117 0
その他雑収益 738,769 98,778 639,991
合理化雑収益 19,825 115,152 △ 95,327
畜産雑収益 310,116 664,935 △ 354,819

引当金戻入額 18,313,074][         18,702,679][         389,605][△          
機構事業貸倒引当金戻入額 2,107 0 2,107
合理化事業貸倒引当金戻入額 3,601,936 3,723,018 △ 121,082
畜産事業貸倒引当金戻入額 14,709,031 14,979,661 △ 270,630

経常収益計 712,764,321 566,520,119 146,244,202
(2) 経常費用

事業費 705,047,571][        558,999,019][        146,048,552][        
借受農地管理等事業費 4,894,510 5,446,864 △ 552,354
農地中間管理事業賃借料原価 32,195,401 17,780,557 14,414,844
機構特例事業用地売渡原価 0 11,500,000 △ 11,500,000
担い手支援農地保有合理化事業賃借料原価 1,646,630 2,068,086 △ 421,456
農地中間管理事業貸倒引当金繰入額 66,107 3,107 63,000
合理化事業貸倒引当金繰入額 3,601,936 3,609,961 △ 8,025
畜産事業貸倒引当金繰入額 17,038,791 14,709,031 2,329,760
就農支援資金貸付金貸倒引当金繰入額 211,500 2,000,000 △ 1,788,500
直接工事費 411,266,320 320,522,200 90,744,120
不発弾等事前探査事業費 50,500,000 8,000,000 42,500,000
新規就農促進事業費 2,110,000 2,923,368 △ 813,368
農業大学校農業研修事業費 970,678 789,510 181,168
青年農業者資質向上対策事業費 750,000 650,000 100,000
青年農業者等組織活動事業費 6,045,000 5,200,000 845,000
支払利息 1,045,459 785,876 259,583
給料手当 21,190,496 16,736,221 4,454,275
嘱託員報酬 45,593,341 45,513,099 80,242
法定福利費 15,286,122 14,620,531 665,591
福利厚生費 132,399 148,087 △ 15,688
賞与引当金繰入額 2,884,691 2,564,055 320,636
退職給付費用 1,893,087 1,725,351 167,736
旅費交通費 9,651,710 9,263,210 388,500
通信運搬費 2,132,084 1,943,657 188,427
消耗品費 1,735,381 2,047,399 △ 312,018
修繕費 8,640 0 8,640
印刷製本費 834,520 1,105,941 △ 271,421
燃料費 793,290 790,294 2,996
光熱水費 524,466 523,527 939
賃借料及び使用料 16,389,212 16,605,815 △ 216,603
保険料 32,580 43,790 △ 11,210
諸謝金 75,800 69,400 6,400
租税公課 2,435,466 1,141,216 1,294,250
支払負担金 0 9,300 △ 9,300
支払手数料 1,259,085 705,824 553,261

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
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公益財団法人 沖縄県農業振興公社 （単位：円）
科　　　　目 当年度 前年度 増　減

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

広告宣伝費 162,000 183,600 △ 21,600
人材派遣費 6,917,574 6,375,123 542,451
委託費 42,773,295 40,895,019 1,878,276

管理費 7,716,750][          7,531,228][          185,522][            
役員報酬 2,087,063 2,009,630 77,433
給料手当 1,247,311 1,238,791 8,520
法定福利費 2,677,929 2,584,408 93,521
賞与引当金繰入額 721,734 684,841 36,893
減価償却費 5,494 5,500 △ 6
旅費交通費 34,000 55,120 △ 21,120
通信運搬費 7,108 13,851 △ 6,743
消耗品費 950 8,124 △ 7,174
燃料費 128 428 △ 300
賃借料及び使用料 288,088 273,150 14,938
支払負担金 522,540 560,540 △ 38,000
支払手数料 124,405 96,845 27,560

経常費用計 712,764,321 566,530,247 146,234,074
評価損益等調整前当期経常増減額 0 △ 10,128 10,128
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 0 △ 10,128 10,128

２．経常外増減の部
(1) 経常外収益

引当金戻入額 2,009,025][          0][                  2,009,025][          
機構事業貸倒引当金戻入額 1,000 0 1,000
就農回収貸倒引当金戻入額 2,000,000 0 2,000,000
合理化事業貸倒引当金戻入額 8,025 0 8,025

経常外収益計 2,009,025 0 2,009,025
(2) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 2,009,025 0 2,009,025
当期一般正味財産増減額 2,009,025 △ 10,128 2,019,153
一般正味財産期首残高 40,362,781 40,372,909 △ 10,128
一般正味財産期末残高 42,371,806 40,362,781 2,009,025

Ⅱ  指定正味財産増減の部
基本財産運用益 382,535][            381,600][            935][                

基本財産受取利息 935 0 935
基本財産有価証券受取利息 381,600 381,600 0

特定資産運用益 22,637,707][         22,639,692][         1,985][△            
強化基金引当有価証券受取利息 2,046,000 2,046,000 0
退職給付引当預金受取利息 6,167 8,152 △ 1,985
後継者基金引当有価証券受取利息 20,585,540 20,585,540 0

一般正味財産への振替額 20,589,129][△       23,021,292][△       2,432,163][          
当期指定正味財産増減額 2,431,113 0 2,431,113
指定正味財産期首残高 1,152,795,000 1,152,795,000 0
指定正味財産期末残高 1,155,226,113 1,152,795,000 2,431,113

Ⅲ  正味財産期末残高 1,197,597,919 1,193,157,781 4,440,138
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１．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　満期保有目的の債権・・・・・購入時の取得価額によっている。

　（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　個別法による原価法によっている。

　（３）固定資産の減価償却の方法

　　　　工具器具備品・・・・・・・・・・定率法によっている。

　（４）引当金の計上基準

　　　　退職給付引当金・・・・・・・・

　　　　賞与引当金・・・・・・・・・・・・

　　　　貸倒引当金・・・・・・・・・・・・

　（５）消費税等の会計処理

　　　　消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．会計方針の変更

　　該当なし

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

　基本財産引当預金

　基本財産引当有価証券

　強化基金引当有価証券

　後継者基金引当預金

　後継者基金引当有価証券

　退職給付引当定期預金

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

基本財産

基本財産引当預金

基本財産引当有価証券

特定資産

強化基金引当有価証券

後継者基金引当預金

後継者基金引当有価証券

退職給付引当定期預金

財務諸表に対する注記

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付の要支給額に相当する金額を
計上している。

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上し
ている。

債権の貸倒による損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上している。

（単位：円）

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産
1,700,000 0 0 1,700,000

特定資産

31,800,000 0 0 31,800,000

小　　　　計 33,500,000 0 0 33,500,000

948,795,000 0 0 948,795,000

170,500,000 0 0 170,500,000

0 2,431,113 0 2,431,113

10,307,356 1,893,087 0 12,200,443

小　　　　計 1,129,602,356 4,324,200 0 1,133,926,556

科 目 当期末残高
(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に

 産からの充当額)  産からの充当額) 対応する額)

合　　　　計 1,163,102,356 4,324,200 0 1,167,426,556

（単位：円）

小　　　　計 33,500,000 33,500,000 0 0

1,700,000 1,700,000

31,800,000 31,800,000

948,795,000 948,795,000

170,500,000 170,500,000

2,431,113 2,431,113

12,200,443 12,200,443

小　　　　計 1,133,926,556 1,121,726,113 0 12,200,443

合　　　　計 1,167,426,556 1,155,226,113 0 12,200,443
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５．担保に供している資産

　　該当なし

６．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

　　該当なし

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

外国債券（3.5ZEST B　2508）

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金

受託金

９．関連当事者との取引の内容

　　該当なし

10．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

　　該当なし

11．重要な後発事象

　　該当なし

１．基本財産及び特定資産の明細

　　財務諸表に対する注記４．に記載のため省略

２．引当金の明細 （単位：円）

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権の回収による取崩額である。

400,000,000 411,120,000 11,120,000

合　　　　計 400,000,000 411,120,000 11,120,000

種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

（単位：円）

補助金等の名称 交付者
前期末 当期 当期 当期末 貸借対照表上の

記載区分残高 増加額

　機構特例事業支援事業補助金 沖縄県 0 8,776,307 8,776,307 0 -

減少額 残高

-

　不発弾等事前探査事業補助金 〃 0 50,500,000 50,500,000 0 -

　畜産担い手育成総合整備事業補助金 〃 0 385,067,000 385,067,000 0

-

　青年農業者当育成センター事業補助金 〃 0 5,000,000 5,000,000 0 -

　農業後継者育成確保対策事業補助金 〃 0 8,512,000 8,512,000 0

-

小　　　　　計 － 0 560,875,443 560,875,443 0 -

　農地中間管理機構事業補助金 〃 0 103,020,136 103,020,136 0

附　属　明　細　書

科　　　目 前期末残高 当期増加額
当期減少額

当期末残高
目的使用 その他

-

合　　　　　計 － 0 570,615,062 570,615,062 0 -

　農業次世代人材投資事業(準備型)業務受託金 沖縄県 0 9,739,619 9,739,619 0

退職給付引当金 10,307,356 1,893,087 0 0 12,200,443

賞与引当金 3,248,896 3,606,425 3,248,896 0 3,606,425

畜産事業貸倒引当金 14,709,031 2,329,760 0 0 17,038,791

合理化事業貸倒引当金 3,609,961 0 0 8,025 3,601,936

就農貸付貸倒引当金 2,000,000 211,500 0 2,000,000 211,500

機構事業貸倒引当金 3,107 64,000 0 1,000 66,107
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（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

(流動資産)
預金 普通預金 72,674,824][      

  沖縄県農協 機構特例事業、畜産担い手育成総合整備事業 4,376,990
  0015282 法人会計等の運転資金
  沖縄県農協 畜産担い手育成総合整備事業、農地中間管理 3,219,386
  0015281 事業における保証金預り普通預金
  沖縄県農協 農地中間管理事業、機構特例事業の運転資金 10,070,084
  0000411
  沖縄県農協 就農支援資金回収事業の運転資金 3,127,324
  2050442
  沖縄県農協 青年農業者育成ｾﾝﾀｰ事業の運転資金 144,997
  2050443
  沖縄県農協 農業次世代人材投資事業(準備型)業務受託 396,989
  0019496 事業の運転資金
  沖縄県農協 農地中間管理事業の運転資金 50,224,987
  0022742
  沖縄県農協 預り金普通預金 1,114,067
  0014758
借入留保金 133,231,280][     
  一般事業買入資金借 一般事業農地買入に充てるための借入金留保 28,918,000
  入留保金 分
  畜産担い手育成総合 畜産担い手育成総合整備事業経費支払いに充 104,313,280
  整備事業借入留保金 てるための借入金留保分

合理化事業未収金 3,976,990][       
  用地貸付未収金 農地保有合理化促進事業における用地貸付代 553,025

金未収分
  一般タイプ用地貸 一般ﾀｲﾌﾟ用地貸付に係る未収金 15,581
  付未収金
  特別用地貸付未収 特別用地貸付に係る未収金 65,364
  金
  担い手支援農地保 担い手支援農地保有合理化事業貸付に係る未 406,707
  有合理化事業貸付 収金
  未収金
  特別用地売却未収 農地保有合理化促進事業における特別用地売 1,729,628
  金 却代金の未収金
  一時貸付タイプ用 農地保有合理化促進事業における農地一時貸 1,206,685
  地売却未収金 付ﾀｲﾌﾟ用地売却代金の未収金
合理化事業貸倒引当 農地保有合理化促進事業未収金の回収不能に 3,601,936][△     
金 よる損失に備えた引当金
畜産事業未収金 畜産担い手育成総合整備事業に係る未収金 111,690,590][     
畜産事業貸倒引当金 畜産担い手育成総合整備事業未収金の回収不 17,038,791][△    

能による損失に備えた引当金
機構事業未収金 3,573,385][       
  用地貸付未収金 農地中間管理事業における用地貸付未収金 3,573,385
機構事業貸倒引当金 機構事業未収金の回収不能による損失に備え 66,107][△        

た引当金
補助金未収金 補助金に係る未収金 269,419,200][     
給付金事業受託未収 受託料に係る未収金 3,775,619][       
金
前払賃借料 512,557][         
  前払賃借料 担い手支援タイプ事業に係る前払賃借料 512,557
  （担手支援ﾀｲﾌﾟ）
就農支援資金貸付金 就農に必要な研修及び準備資金の貸付 979,000][         
  就農研修資金貸付 就農に必要な研修資金の貸付 979,000
  金
合理化事業用地 2,809,425][       
  特別事業用地 農地保有合理化事業における特別事業用地 2,809,425
前払金 年会費等の前払金 68,905][          
就農支援資金貸付金 就農支援資金貸付金の回収不能による損失に 211,500][△       
貸倒引当金 備えた引当金
一般事業用地 1,243,550][       
立替金 農地賃借料の一部立替払い 409,257][         

583,446,248
(固定資産)
  基本財産

基本財産引当資産 33,500,000][      
沖縄県農協 運用益を公益目的事業の財源として使用して 1,700,000
（１年定期） いる
沖縄県農協 運用益を公益目的事業及び管理運営の財源と 31,800,000
(優先出資) して使用している

  流動資産合計

財産目録
平成31年3月31日現在

公益財団法人 沖縄県農業振興公社
貸借対照表科目
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（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

財産目録
平成31年3月31日現在

公益財団法人 沖縄県農業振興公社
貸借対照表科目

  特定資産
退職給付引当資産 12,200,443][      

沖縄県農協 職員に対する退職金の支払財源の積立 12,200,443
(定期)

強化基金引当資産 170,500,000][     
沖縄県農協 運用益を農地保有合理化促進事業の財源とし 170,500,000
(優先出資) て使用している

後継者基金引当資産 951,226,113][     
沖縄県農協 運用益を後継者育成確保事業の財源として使 548,795,000
(優先出資) 用している
沖縄県農協                   〃 1,561,205
(普通預金2050441）
沖縄県農協                   〃 869,908
(普通預金0015282）
大和証券(株)                   〃 400,000,000
(ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ(株)ﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ
債・円建外債)

  その他固定資産
工具器具備品 公共事業及び管理運営の用に供している 549,950][         
減価償却累計額 549,947][△       

工具器具備品 工具器具備品の減価償却累計額 △ 549,947
電話加入権 公共事業及び管理運営の用に供している 255,884][         
農地保有合理化法人 農地保有合理化促進事業に関する事業を実施 350,000][         
債務保証出資金 するために必要な資金を借入する際の債務を

保証している
1,168,032,443
1,751,478,691

(流動負債)
合理化事業未払金 394,258][         
  担い手支援農地保 農地保有合理化事業の賃借料未払金 394,258
  有合理化支払賃借
  料未払金
畜産事業未払金 畜産事業に係る未払金 280,435,600][     
農業後継者育成確保 農業後継者育成確保対策事業に係る未払金 1,400,000][       
対策事業未払金
その他未払金 上記以外の未払金 7,627,845][       
未払利息 借入金に係る支払利息の未払金 56,435][          
前受金 農地中間管理事業賃貸借に係る前受金 8,904,596][       
機構事業未払金 機構事業に係る未払金 36,750,020][      
賞与引当金 職員賞与に係る引当金 3,606,425][       
預り金 職員・嘱託員等の給与・報酬に係る保険料・ 1,114,067][       

税金の預り金等
  社会保険料 　　　　　　　　〃 706,206
  雇用保険料 　　　　　　　　〃 155,260
  所得税 　　　　　　　　〃 129,901
  住民税 　　　　　　　　〃 122,700
仮受金 農地保有合理化促進事業・畜産担い手育成総 44,038][          

合整備事業における経費の預り金
未払消費税等 農業次世代人材投資事業(準備型)受託事業に 1,753,300][       

係る未払消費税
預り保証金 農地保有合理化促進事業・畜産担い手育成総 3,210,068][       

合整備事業における保証金預り金

345,296,652
(固定負債)

合理化事業長期借入 29,430,677][      
金
  担い手支援農地保 全国農地保有合理化協 農用地の借入資金の財源 512,677
  有合理化事業借入 会
  資金借入
  一般事業買入資金 沖縄県農協 農用地の買入資金の財源 28,918,000
  借入金
畜産担い手育成総合 沖縄県農協 畜舎建築等の資金の財源 166,953,000][     
整備事業長期借入金
退職給付引当金 沖縄県農協 職員に対する退職金の支払に備えた引当金 12,200,443][      

208,584,120
553,880,772

1,197,597,919
    負債合計
    正味財産

  固定資産合計
    資産合計

  流動負債合計

  固定負債合計
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